
　町では、町民の皆さんとともに、ごみの減量化、分別収

集に取り組んでいます。生活から出る資源ごみのうち、古

紙と衣類・布がどのようにリサイクルされているかを知る

ため、生活環境委員をはじめとする24名が事業所を視察

しました。

　古紙は紙の種類ごとに選別され、紙のリサイクル工場で

ダンボール原紙や商品のパッケージ、雑誌になる白板紙に

再生されます。原料に古紙を75％使用し、パルプを減らす

ことで環境にやさしい製品づくりに取り組んでいます。

　また、衣類の大半は海外へ輸出されており、品質が良い

ことでも人気があります。

　日ごろより、ごみの分別にご協

力をいただいていますが、一部分

別がされていないものが見受けら

れます。ごみは種類によって処理

方法が異なるため、正しく分別さ

れていないごみは回収できません。

　また、正しく分別されていても、

収集した後に出されたごみは残っ

たままになってしまいますので、

必ず収集日の朝６時から８時まで

にごみステーションに出すよう

お願いします。

　ごみステーションに残された

ごみは、出した人が責任を持っ

て持ち帰り、決められた日時に

正しい分別方法で出し直してく

ださい。

　引き続き、皆さんのご協力を

お願いします。

　その他の衣類として再利用できないものは、機械の油拭きに使うウエ

スや自動車の断熱材、カーペットの下敷、軍手などに生まれ変わること

から、再利用できず廃棄するものはほんのわずかです。

　古紙や衣類を資源として再生するためには…

●　正しく分別し、紙の間に異物が入り込まないように十分

　　注意する

●　収集日が雨のときはごみステーションに出さない

　　（衣類は雨に濡れるとカビが生えてしまい中古衣類とし

　　　て再利用できなくなってしまいます）

生活環境委員による環境視察会生活環境委員による環境視察会生活環境委員による環境視察会生活環境委員による環境視察会生活環境委員による環境視察会

　中井町の回収実績

　平成22年４月〜11月

○古　紙　　211,650kg

○衣　類　　　17,610kg

●再生不能衣類　8,370kg
　（水濡れなどの古着）

衣類リサイクル工場で説明を受ける参加者

回収した衣類から再生された軍手

町内ごみステーションからのお願い

　　環境経済課環境班　☎（81）1115

ごみ？それとも 資源？
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水と緑、人がきらめく　住んでみたいまち
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　町では、中小企業の従業員に対す

る雇用の安定と福祉の向上を図り、

中小企業の振興に資するため、中小

企業が負担する退職金共済掛金の一

部を補助します。

退職金共済掛金／

「中小企業退職金共済制度」（国）

「特定退職金共済制度」

　（足柄上商工会）

申請期限／１月31日（月）

　　環境経済課経済班

　　 （81）1115

「中小企業退職金共済制度」

　　１月から事業主と生計を一にす

　る同居の親族のみを雇用する事業

　所の従業員も加入できることとな

　りました。

　　　独立行政法人　勤労者退職金共

　　　済機構　 　03（3436）0151

「特定退職金共済制度」

　　　足柄上商工会　 （83）3211

　平成22年分の給与支払報告書・法

定調書の提出期限は、　平成23年１月

31日（月）です。お早めにご提出く

ださい。

提出先／給与支払報告書は、受給者

の平成23年１月１日現在の住所地の

市町村長です。源泉徴収票・報酬等

支払調書・不動産の支払調書は、提

出義務者の所轄税務署です。

　　小田原税務署管理運営部門

　　 （35）4511

　　税務課町税班　 （81）1113

　地域の未就園児親子の皆さんが保

育園児とふれあい、親同士の交流を

支援する場として、園庭を開放しま

す。

　　２月３日（木）　10：00～11：00

　　井ノ口保育園園庭　（雨天の場合は、

遊戯室を開放します。）

　　井ノ口保育園　 （81）1128

　初めての方を対象に、丹沢湖周辺

でのんびり冬鳥などを観察します。

　　２月５日（土）・12日（土）

　　9：30～15：30ころ

　　受付開始　9：15

　　集合：丹沢湖ビジターセンター（無料）

　　（「丹沢湖」　バス停下車・徒歩２分）

解散：丹沢湖ビジターセンター

※午前と午後で場所を移動します。

定員／小学生以上20名

　　（応募者多数の場合は抽選）

※小学生は保護者同伴

費用／1,000円（保険代、資料代）

　　両日とも１月24日（月）までに、

往復はがき、またはFAXに行事名、

参加希望日、参加者全員の氏名・年

齢・住所・電話番号（返信先FAX番

号）を明記の上、下記へ。詳しい参

加要項は後日送付します。

　　神奈川県立丹沢湖ビジターセンター

　　〒258－0202　山北町玄倉515

　　 （78）3888　FAX（78）3777

　３月から５月の土・日・祝祭日（ナ

イターは除く）に、テニスコートの

利用を希望する団体による利用日の

調整を行います。利用を希望する団

体は出席してください。

　テニスコートを利用するためには、

毎年度「団体登録」が必要です。詳

しくは下記へお問い合わせください。

　　２月３日（木）　19：00～

　　農村環境改善センター２階

　　研修室Ⅱ

　　生涯学習課スポーツ班

　　 （81）3907

　お友達や親子で、おいしいお菓子

づくりをしませんか。

　　２月12日（土）　10：00～12：00

　　井ノ口公民館調理実習室

献立／・生キャラメル

　　　・さつまいもプリン

　　　・クッキー

持ち物／エプロン、三角巾

定員／小学生以上先着20名

　　　（男女問わず）

費用／300円

講師／中井町食生活改善推進協議会

　　　２月４日（金）までに

　　　井ノ口公民館　 （81）3311へ。

井ノ口保育園
第５回　「わくわく広場」

案　内案　内
中小企業退職金共済制度

奨励補助金

給与支払報告書・法定調書
の提出はお早めに

催　し催　し

神奈川県立丹沢湖ビジターセンター
「野鳥観察はじめの一歩」

テニスコート
利用団体会議

スポーツスポーツスポーツ
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　　２月２日（水）　受付13：00～13：15

　　保健福祉センター２階診察室・

　　集団指導室ほか

内容／内科健診、栄養・育児相談

対象／３～４か月児　（平成22年９月

　　　２日～11月２日生まれ）

　　　７か月児

　　（平成22年６月・７月生まれ）

持ち物／母子健康手帳

　　不要

　　子育て健康課健康づくり班

　　 （81）5546

【共通事項】

　　２月９日（水）　受付9：00～9：15

持ち物／母子健康手帳、歯ブラシ

　　不要

●幼児歯科教室

対象／１歳児

　　（平成22年１月・２月生まれ）

　　保健福祉センター３階集会室

内容／歯磨き指導、栄養・育児相談

●幼児歯科健康診査

対象／２歳児と２歳６か月児

　　（平成21年１月・２月生まれ）

　　（平成20年７月・８月生まれ）

　　保健福祉センター２階診察室・

　　集団指導室ほか

内容／歯科健診、歯磨き指導、

　　　エプロンシアター

　　子育て健康課健康づくり班

　　 （81）5546

　生活上の悩みや困っていること、

各種制度や障害福祉サービスの利用

に関する相談をお受けします。

　　２月１日（火）　14：00～16：00

　　保健福祉センター２階集団指導室

内容／「自立サポートセンター　スマ

イル」の専門相談員による相談

費用／無料

　　不要

　　福祉介護課福祉推進班

　　 （81）5548

　妊娠中のことや育児に関する相談

を、保健師・栄養士がお受けします。

相談のない方にも、交流、仲間づく

りの場《わきあいひろば》を併設し

ていますので、自由にご利用くださ

い。

　　２月17日（木）　９：30～11：00

　　保健福祉センター３階集会室

対象／妊婦さんとその家族。就学前

の親と子。

　　　前日までに

　　　子育て健康課健康づくり班

　　　 （81）5546へ。

　保健師・栄養士による、病気の予

防や健康づくりに関する相談です。

　　２月16日（水）　９：30～11：30

　　保健福祉センター２階診察室

　　　前日までに

　　　子育て健康課健康づくり班

　　　 （81）5546へ。

　学校とフリースクール等との連携

推進事業の一環として、県教育委員

会とフリースクールが連携・協働し、

不登校で悩む児童・生徒や保護者を

対象に相談会を行います。一人ひと

りの自立や学校生活の再開に向けた

支援を行いますので、お気軽にご相

談ください。

　　１月29日（土）　13：00～16：30

　　受付12：30～16：00

　　県立総合教育センター

　　（亀井野庁舎）

　　藤沢市亀井野2547－4

　　小田急江ノ島線「六会日大前駅」

　　東口徒歩15分

　※お車での来場はご遠慮ください。

対象／不登校児童・生徒および保護者

内容／

　 フリースクール等の活動紹介

　 不登校経験者等による座談会

　 個別相談会　等

費用／無料

主催／神奈川県学校・フリースクー

　　　ル等連携協議会、

　　　神奈川県教育委員会

　　不要

　　神奈川県教育委員会子ども教育

　　支援課　椚、小田中

　　 　045（210）8292　（直通）

　　FAX　045（210）8937

育児相談

健康相談相　談相　談
「スマイル出張相談」
〜障害のある方や　　
そのご家族の相談室〜

神奈川県教育委員会と
フリースクール等による

不登校相談会

３〜４か月・７か月児健康診査

健　康健　康

幼児歯科教室・　
幼児歯科健康診査
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　子育て奮闘中のママ！気軽にでき

るストレッチ体操で日ごろの肩こり

や腰痛を解消し、心も体もリフレッ

シュしましょう。

ご参加をお待ちしています。

　　２月16日（水）　10：00～11：00

　　井ノ口保育園１階ホール

対象／町内在住の子育て中の母親

内容／ストレッチ体操

講師／山田美津江　先生

（日本体育協会公認スポーツ指導者）

費用／無料　定員／先着15名

　　　１月20日（木）より（託児を希

望の方は、１月31日（月）までに）

子育て支援センター　 （81）3365へ。

　　２月３日・10日・17日・24日

　　すべて木曜日　受付13：15～13：30

　　保健福祉センター３階集会室ほか

内容／妊娠、出産、育児等について

の講義と実技

対象／妊婦さんとその家族

持ち物／母子健康手帳、筆記用具等

　　　１月27日（木）までに子育て健康

課健康づくり班　 （81）5546へ。

　健康普及員と一緒に、楽しく体を

動かしてみませんか？

　　２月26日（土）　13：30～15：00

　　保健福祉センター３階集会室

内容／体操、ストレッチなど

対象／町内在住の20歳以上の方

費用／無料　その他／動きやすい服

装でおいでください。　　　不要

　　子育て健康課健康づくり班

　　 （81）5546

　国民健康保険被保険者40～74歳の

方を対象とする「特定健康診査」、

75歳以上の方を対象とする「健康づ

くり健康診査」の受診期間は３月末

までです。まだ受診していない方は、

お早めに受診してください。

受診方法／中井町内、秦野市内、足

柄上医師会の指定医療機関での個別

健診となります。受診される医療機

関に直接事前連絡の上、受診してく

ださい。（二宮町内の指定医療機関

は、平成22年10月末日で終了。）

自己負担額／40～74歳：1,500円、

　　　　　　75歳以上　：無料

持ち物／町が発行した受診券、健康

診査票、被保険者証等（受診券など

をお持ちでない方は下記へ。）

　　子育て健康課健康づくり班

　　 （81）5546

＊中井町役場  (81) 1111

＊井ノ口公民館  (81) 3311

＊子育て支援センター  (81) 3365

＊足柄消防組合中井分署  (81) 0858

＊中村駐在所  (81) 0228

＊井ノ口駐在所  (81) 0224

＊悪徳商法等のご相談

　月・火・水・金曜日 9：30～12：00・13：00～16:00

　  (71) 0163

＊足柄上地区休日急患診療所

　日祭日 9：30～16：30

　  (83) 1800（開成町）

＊足柄東部清掃組合

　平日 9：00～11：00・13：00～16：00

　第１・第３土曜日9：00～11：00 (祝日は休み)

　  (83) 1554（大井町）

＊県のしごと相談 (電話相談可)

　月～金曜日8：30～12：00・13：00～17：15

＊法律相談 (電話相談不可)

　木曜日13：00～16：00 (予約制)

＊交通事故相談(電話相談可)

　第４金曜日9：00～12：00・13：00～16：00

＊暴力相談 (電話相談可)

　火・水曜日9：00～12：00・13：00～16：00

　  (83) 5111  内線250

生活習慣病予防教室
「軽やか体操クラブ」

リフレッシュ体操

母親父親教室健　康健　康

町 内 の 主 な 公 共 機 関 南足柄市消費生活センター(南足柄市役所内)

休 日 急 患 の 診 療

家庭ゴミの直接搬入  申込み・問合せ

足柄上地域県政総合センター県民の声・相談室

特定健康診査・
健康づくり健康診査

（後期高齢者）
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古紙パルプ配合率100%再生紙を使用

編集・発行／中井町役場企画課
〒259－0197　神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
☎　0465－81－1112　FAX　0465－81－1443

　 kikaku@town.nakai.kanagawa.jp
　 http://www.town.nakai.kanagawa.jp/
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